
　　　　　　　　　　　　

                            

こまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだよりこまけんだより

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年６６６６月号月号月号月号 駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年６６６６月号月号月号月号 駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会駒場剣友会

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度 剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室

☆☆☆☆今月今月今月今月のことば・・・のことば・・・のことば・・・のことば・・・本荘先生本荘先生本荘先生本荘先生・・・・５５５５月月月月のおのおのおのお当番当番当番当番さんさんさんさん日誌日誌日誌日誌よりよりよりより

☆☆☆☆平成平成平成平成２３２３２３２３年度剣道教室始年度剣道教室始年度剣道教室始年度剣道教室始まるまるまるまる

☆☆☆☆駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手駒剣勝手にににに指名指名指名指名リレー・・・リレー・・・リレー・・・リレー・・・今月今月今月今月はははは長谷部太郎長谷部太郎長谷部太郎長谷部太郎さんですさんですさんですさんです！！！！

☆☆☆☆おおおお知知知知らせらせらせらせ ・・・・・・・・・・・・新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介、、、、 ６６６６月月月月、、、、７７７７月月月月のののの予定予定予定予定ほかほかほかほか

☆☆☆☆星星星星やんやんやんやん武芸帳武芸帳武芸帳武芸帳・・・・・・・・・・・・其其其其のののの67676767「「「「切切切切りりりり返返返返しがしがしがしが大切大切大切大切なわけなわけなわけなわけ！？」！？」！？」！？」

おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。おうちの人とみんなでよんでくださいね。
今月今月今月今月のめにゅのめにゅのめにゅのめにゅ～～～～

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度 剣道教室剣道教室剣道教室剣道教室

今年も剣道教室が始まりました！ みんな元気で、先生のお話もよ～く

聞けています。全８回 みんな、がんばれ～！！
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今月今月今月今月のことばのことばのことばのことば おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。おうちの人とみんなでよんでください。

本荘先生より本荘先生より本荘先生より本荘先生より

6月になりました。今年は例年より早く梅雨入りしたそうです。雨はたまにはいいですが、連日だと気がめいりま

す。防具の乾きもよくないので、スカッとした青空が待たれます。暑くなるとそれはそれで稽古をするには大変で

すが。

さて、５月１４日に始まった剣道教室ですが、今年は震災の影響で実施が危ぶまれたこともあり、あまり広報がで

きず小人数での開催となりました。しかし、一人一人に目が届くこともあり、全体が着実に上達しています。今まで

に負けない大きな声が出ています。本日から防具を着用します。さらなる御協力お願いいたします。

駒剣の方も木曜日の稽古が再開し、元の軌道に戻ったようで、元気な声が道場に響いています。２週間後の１

９日（日）には浦和剣道大会があります。稽古時に常々話していますが、今回の目標は、『団体戦優勝』。それだ

けの稽古はしてきましたし、力もあります。団体戦で力を発揮するためには、その前にある個人戦で調子を上げ

ていく必要があります。個人で上位に入れば、自分自身に自信がつくし対戦相手からも一目置かれることで有利

に試合を進められます。また、個人で入賞すると、この大会にとどまらず秋の県大会の浦和の代表選手として選

ばれるというご褒美までついてきました。さらに今年は、１８日の都道府県対抗予選の出場メンバーに選ばれたり、

１９日の大会の選手宣誓を依頼されたりもしました。年々ご褒美が増えているようです。それだけみんなが力をつ

けてきた、「心･技･体」がバランスよく成長してきたのだと思います。個人戦はおのずと結果はついてくるはずです。

今回は駒剣の総力を挙げて『団体戦優勝』をつかみたいと思います。

一般の部では、試合デビューあるいは駒剣試合デビューのお父さん剣士がいらっしゃいます。また、久しぶりに

駒剣士として試合に出場する先輩もおります。こちらも楽しみです。

当日は父の日ですね。今年もまたいい父の日になることを期待しています。

それから、今日、明日、明後日とさいたま市中学校体育連盟の春の大会が大宮武道館で行われます。３年生

にとって中学生最後の大会となり、勝ち抜けば県大会、関東大会、全国大会と続く大きな試合です。駒剣ＯＢ・Ｏにとって中学生最後の大会となり、勝ち抜けば県大会、関東大会、全国大会と続く大きな試合です。駒剣ＯＢ・Ｏ

Ｇが多くの学校の剣道部に在籍していますので、それぞれの活躍が楽しみです。まだまだ生涯剣道の一部分に

すぎませんが、思い出に残る精一杯の戦いができることを祈っています。

私は明日の男子個人戦の審判に行きます。昨年のこの大会で西聖仁先輩が優勝し、秋の新人戦では田上征

哉先輩が優勝しました。今回、駒剣３連覇がかかっています。可能性のある選手が何人もいます。楽しみにして

皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。

先日、合宿委員さんが今年の合宿地「ホテルファミテック」の下見に行ってくださいました。初めての所なので今

までどおりというわけにはいかず、大変なことが多いかと思います。ぜひ大勢で参加してみんなで作り上げていき

ましょう。たくさんのＯＢ・ＯＧの参加をお願いします。申込み期日までに夏の予定が立たない人もいるかと思いま

すが、それも含めて合宿委員さんに一報入れていただければと思います。

昨年の6月号を読み返しましたら、“剣道七段合格”が書かれていました。あれから一年たち、自分の剣道がどう

変わったんだろうかと考えました。昇段するとそれなりの風格がついてくると言われますが、私の場合は稽古量も

不足しているし格別良くなっているとは思えません。ただ、稽古することが今まで以上に楽しくなった感じはします。

審査を受けることから解放されたことも一因かもしれませんが、相手が子どもでも大人でも、剣を交えることが楽し

いです。少しおこがましい言い方かもしれませんが、目の前のお相手を強くしたい、自分なりに正しい剣道を教え

たいという気持ちが強くなったような気がします。

稽古中や稽古後、丁寧にアドバイスをしてくださる先生がいらっしゃいます。私はどちらかというとそうではない

ほうだと思います。でも、いいかげんにやっているわけではありません。何度か稽古をお願いしている方とは、そ

の度に私の中にインプットしてある「稽古カルテ」を引き出しては、その状況に合った稽古を（処方？）しているつ

もりです。ほとんど週1回の稽古しかできませんが、

少しずつでも正しくそして強くなれるようがんばっていこうと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。
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５月 ７日（土） 本荘先生・木村先生・尾島先生・山田先生

・月例試合・・・それぞれのコートでみなさんとても熱気に溢れた試合をしていました。

６月の試合の選手選考も兼ねてとのことでしたが、たくさん出してあげたいくらい気迫の

こもった試合もありました。成長がすばらしいと思いました。

５月１２日（木） 尾島先生・大本先生・古澤先生

・木曜日の稽古の再開にはじめはだらけ気味でしたが、面をつけると気合いが入り、

活気のある稽古でした。

５月１４日（土） 山田先生・本荘先生・木村先生

・本日の練習は修道館です。大変人数の多い稽古です。山田先生をはじめ、先生方の

気迫のこもった御指導の中、皆、真剣に大きな声で練習に取り組んでいました。

５月１９日（木） 尾島先生・木村（由）先生

・尾島先生を中心にまんべんなく技の稽古をしていただきました。

先生は「声を出して！」と何回もおっしゃっていました。

５月２１日（土） 山田先生・菅原先生・本荘先生・木村先生・尾島先生

・菅原先生が来てくださいました。６月１９日の試合に向けて、駒剣全員で盛り上げて

いきましょう。大きな声を出して気を抜かずやりましょう。

かかり稽古を２本・３本と続ける気持ちでやらないと試合に勝てないです！

５月２６日（木） 尾島先生・渡邊先生

５月のお当番さんノートの感想より５月のお当番さんノートの感想より５月のお当番さんノートの感想より５月のお当番さんノートの感想より

５月２６日（木） 尾島先生・渡邊先生

・尾島先生が何度か「声出して！」と指導されていました。

今日も元気よく稽古できていたと思います。

本荘先生、お当番さん、ありがとうございました。m(_ _)m
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初日！ みんなきちんと正座してお話が聞けています。スゴイ！(*^。^*)

震災の影響で開催が危ぶまれた剣道教室ですが、なんとか今年も始まりました。感謝！

充分な宣伝ができなかったため、参加人数は昨年より少なくなりましたが、みんなとっても

意欲的！ 先生方の御指導もきめ細かく一人一人に対応できるためか、みんな上達が早そうです！

先生方に礼！

お～カッコいい面ですね～！大きな声も出ています(*^。^*)

駒剣士も打ち込みのお手伝い♪
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今月の駒剣だよりに寄稿することになりました。

三浦さん、ご指名ありがとうございます！（一杯おごってくださいね・・・）

とはいえ、何を書いたらいいのか、よくわかりませんので、ひとまず「自分と剣道」の関係を。

【【【【はじめたきっかけはじめたきっかけはじめたきっかけはじめたきっかけ】】】】

剣道を始めたのは小学校３年生です。

「六三四の剣」とかいいたいところですが、完全に父親の影響ですね。

父親もずっと剣道やっていたので、息子にさせたかったのでしょう。

小学校４年生から剣道部に入って、以来、中学校、高校、大学、と剣道部でした。

剣道はまず汗臭いですね。寒いときははだしで辛い。夏は夏で暑くて、のど渇く。

なにしろ、モテない！

「武士道シックスティーン」のモテキャプテン「岡巧」君なんて現実ではまずありえません。

最初は何が楽しくてやっているのか、よくわからないままやってました。

【【【【高校時代高校時代高校時代高校時代】】】】

へえ～長谷部君のお祖父ちゃんも

剣道をされていたんですね。

今でもかな？お孫さんが剣道を

始めて嬉しかっただろうなあ♪

先月の走者三浦パパさんからバトンを引き継いだのは、長谷部颯太くんのパパさん、長谷部太郎さんです。

聞くところによると、ＷＤ大学剣道部（木村先生の御子息とはライバル校ですね(^_^;)）ご出身で、お若いのに

すでに剣暦は25年・・・え～と、これまでの人生のほとんど剣道されてました？って感じですね。

どんなお話が聞けるのか楽しみです(*^。^*) それでは、長谷部さん、よろしくお願いしま～す！

【【【【高校時代高校時代高校時代高校時代】】】】

ただ、だんだん没頭してくるのが「剣道」ですね。

高校時代になると、剣道に没頭してました。

授業中に「剣道日本」過去10年くらいのバックナンバーを全部読んでましたよ。

朝練して、昼素振りして、放課後稽古です。授業は集中できるわけありませんね。

クラスメイトが甲子園に２回も出場している野球部の連中だったり

インターハイの常連のような猛者がごろごろいる柔道部だったりと、

クラスメイトも各分野で闘っていたので、授業聞かなくても先生たちも許容してくれていたのかも

しれません。あの時の先生方に感謝ですね。

でも、インターハイは出られず仕舞い。国体選手にもなれなかったです。

何か中途半端だったのかなと思います。

まったく勉強してなかったので、入りたい大学は全部「E判定」。

ちゃんと勉強して大学に入ろうと一浪しました。

大学入ったら、剣道以外のものにチャレンジしてもいいのかなあとか、いろいろ考えました。

でも不思議ですね。

なぜか大学に合格して、入学式の前にすでに剣道部に見学しに行ってた自分がいるのです。

人間が如何に矛盾しているか、如実に物語りますね。

それ以外の生き方を知らないだけなのか、導かれているのか。

5



【【【【大学時代大学時代大学時代大学時代】】】】

意外に気軽にすっと入部したものの、やはり体育会は厳しいですね。

図式としては自分の１学年下の現役バリバリのスポーツ推薦組と１年浪人してたるんだ自分です。

ストレートに入った同い年は2年生になってますから、先輩なわけですしね。

しごかれて練習するたびに吐きそうになったり、吐くまでお酒飲んだり。

何しろ日曜だけ稽古休みで月から土までで稽古が8回あるんですから。

そのほかに出稽古もあったし。無茶苦茶だったといえば無茶苦茶ですね。

途中でやめるの嫌いなので、踏ん張りました。

振り返ると1年生の時が一番遊んだような気もしますが・・・

毎年２０名位入部するんですけど、残るのは例年半分弱です。。

今も同期の９名とは仲がいいです。極限状態を共有すると結びつきも強いですね。

自分のとても大事な財産です。

【【【【また剣道にまた剣道にまた剣道にまた剣道に】】】】

就職してしばらく剣道から離れること数年。

名古屋に転勤したときに、大学の同期に誘われて稽古を再開しました。

このとき剣道楽しいなあ、って思いました。

何か目標作ろうと思って「5段審査」を目標にして合格できました。

今思えばラッキーでしたね。

東京に戻ってきてまた4，5年剣道から離れてました。

自分ひとりで稽古を再開するきっかけがなかなかないというと言い訳ですが、自分ひとりで稽古を再開するきっかけがなかなかないというと言い訳ですが、

仕事でバタバタしていたかなあ。

しかし、昨年から颯汰、今年の剣道教室から魁と、息子たちがお世話になることになって、

自分も再開することができました。いい機会でできたと感謝しています。

子どもがやると目線が変わるんですね。

教えたりするのは本当に難しいですが、自分のためにもなるなと思ってます。

多分教わっているんでしょう。

しばらく剣道とはいい距離感で付き合っていきたいですね。出会いに感謝です。

【【【【剣道観剣道観剣道観剣道観】】】】

自分でいうのも何ですが、もう25年以上もやっています。

あえて言えば、「心技体」の一致をどれだけ高い水準で実現するかが

今の自分の剣道なのかな、と思っています。

「心技体」3つの要素のハーモニーです。

「心」は年をとるにつれて練られていきます。剣道の心も同様です。

今自分は相手の心を読もうとかではなく、いかに自分の心を静めていくか、に悩んでいます。

心がざわついていると、相手がいなくなってしまう。結果的に剣道になりません。

心を止めるというか、静めると、相手を感じることができます。難しいですが。

のののの ハーモニ～～？ハーモニ～～？ハーモニ～～？ハーモニ～～？
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「技」は練習時間が限られているので、昔とったなんとか、に頼りがちです。

ただし大学までは試合に勝つ、そして試合に負けない剣道になってました。

多少基本から外れても、勝てばよしとしていたところもあったわけです。

そこを反省して、今はできるだけ基本に忠実に、足を使って稽古するようにしています。

守破離の「守」ですね。

「体」は心と逆に20代後半からはだんだん劣化していきます。

常に移ろっています。そのときの体の状態をしっかり自覚してそのなかでベストのパフォーマンス

ができるようにしたいです。

もっと鍛えるために、日々トレーニングしなきゃなあと思っています。

新橋とかで飲んだくれていてはいけませんね。

【【【【最後に最後に最後に最後に】】】】

まずは剣道を楽しんでいきましょう。

何が楽しいかわからないでやってた人がいうんだから間違いないですよ。楽しまなければ

損です。

震災後、先生方がおっしゃっているように、普通に剣道できる幸せを感じましょう。

１．ぜひ辞めないで続けていきましょう。

きっかけはどうあれ、剣道、そして駒剣に縁がありました。

ずっとついて回ることです。いやな時も飽きた時も、短気を起こさず続けることです。

何かをやりきっている、やりきってきた人間は輝いてみえますよ。

２．やるからには強くなるように努力しよう。

どれくらいまで強くなりたいか。自分で決めましょう。どれくらいまで強くなりたいか。自分で決めましょう。

日本一でも県大会で優勝でもいい。駒剣で一番でもいいです。

今の自分のレベルを気にせずに高い目標を決めましょう。

決めるとやることがどんどん出てきます。

分からなかったらどんどん聞けばいいです。

剣道は不思議で、独特の不思議な縁があって、どこかでだれかとつながっていきます。

それが必ず財産になります。

はい、長々書いてきましたが、そろそろ終わりです。

書いてみたら、自分を見つめなおすいい機会になりました。

どうもありがとうございました！

さて、次は。。。突然で申し訳ありませんが、千葉さん！よろしくお願いします！

木村先輩や千葉先輩、野口先輩も言ってらっしゃったけど、やっぱり大学剣道部って大変そうですね。

長谷部パパさんも出場する6月の大会。同じく成人の部団体戦に出場予定の西（兄）先輩も、現在大学剣道部で

頑張ってる駒剣の先輩の一人ですよ～。

今、剣道ができる幸せに感謝して、目標をもって努力する！

長谷部さん、ためになるお話をありがとうございましたm(__)m

というわけで、千葉ママさん！ お待たせしました～！！バトン回りましたよ～～！！

お忙しいところ恐れ入りますが、7月号どうぞよろしくお願いいたしま～す(^^)/
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２日（木） 通常どおり 5:00～7:00

４日（土）４日（土）４日（土）４日（土） 剣道教室４回目剣道教室４回目剣道教室４回目剣道教室４回目 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

９日（木） 通常どおり 5:00～7:00

１１日（土）１１日（土）１１日（土）１１日（土） 剣道教室５回目剣道教室５回目剣道教室５回目剣道教室５回目 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

１６日（木） 通常どおり 5:00～7:00

１８日（土）１８日（土）１８日（土）１８日（土） 剣道教室６回目剣道教室６回目剣道教室６回目剣道教室６回目 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選都道府県対抗剣道大会予選 （県立武道館）（県立武道館）（県立武道館）（県立武道館） 出場予定選手 本荘日向君・本田青一郎君

おおおお 知知知知 らららら せせせせ

６月の予定６月の予定６月の予定６月の予定

出場予定選手 小学生個人戦 ３年 西村君、有賀さん、小松田君、伊東君

４年 權田君、長谷部君、真砂君、河内君

５年 真砂君、本田君、山﨑さん、三浦君

６年 松本君、森君、本荘君、近藤君

小学生団体戦 駒剣Ａ 權田君、河内君、森君、真砂智君、松本君

駒剣Ｂ 真砂君、長谷部君、本田君、新井君、本荘君

成人団体戦 駒剣Ａ 清水さん、本田さん、長谷部さん

駒剣Ｂ 石田先輩、三浦さん、西先輩

新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介新入会員の紹介

馬場馬場馬場馬場くんくんくんくん

上田さん上田さん上田さん上田さん

みんな、どんどん声をかけてはやく仲良くなろうね！

よろしくお願い

しま～す！

ガンバって

２３日（木） 通常どおり 5:00～7:00

７月の予定７月の予定７月の予定７月の予定

２日（土） 剣道教室最終回剣道教室最終回剣道教室最終回剣道教室最終回 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

７日（木） 稽古なし稽古なし稽古なし稽古なし（節電対策で体育館が５時で閉館するため）

９日（土） 2222部制部制部制部制 低学年及び初心者 1：00～3：00

その他 3:00～5:00

１４日（木） 稽古なし稽古なし稽古なし稽古なし（節電対策で体育館が５時で閉館するため）

１６日（土） 2222部制部制部制部制 低学年及び初心者 1：00～3：00

その他 3:00～5:00

１８日（月・祝）１８日（月・祝）１８日（月・祝）１８日（月・祝） 塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会塚越剣友会との交流会 ９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００９：００～１２：００ （駒場体育館（駒場体育館（駒場体育館（駒場体育館 剣道場にて）剣道場にて）剣道場にて）剣道場にて）

２１日（木）２１日（木）２１日（木）２１日（木） 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00 時間を変更して稽古時間を変更して稽古時間を変更して稽古時間を変更して稽古

２３日（土） 2222部制部制部制部制 低学年及び初心者 1：00～3：00

その他 3:00～5:00

駒剣駒剣駒剣駒剣23232323年度夏合宿説明会年度夏合宿説明会年度夏合宿説明会年度夏合宿説明会 3333：：：：00000000～～～～ （（（（2222階階階階 会議室にて）会議室にて）会議室にて）会議室にて）

２８日（木）２８日（木）２８日（木）２８日（木） 3:003:003:003:00～～～～5:005:005:005:00 時間を変更して稽古時間を変更して稽古時間を変更して稽古時間を変更して稽古

３０日（土） 2222部制部制部制部制 低学年及び初心者 1：00～3：00

剣道教室終了にともない、9999日（土）から土曜日（土）から土曜日（土）から土曜日（土）から土曜2222部制がスタート！部制がスタート！部制がスタート！部制がスタート！

7777日（木）、日（木）、日（木）、日（木）、14141414日（木）の稽古はお休み。日（木）の稽古はお休み。日（木）の稽古はお休み。日（木）の稽古はお休み。

21212121日（木）、２８日（木）は日（木）、２８日（木）は日（木）、２８日（木）は日（木）、２８日（木）は ３：００から稽古します！３：００から稽古します！３：００から稽古します！３：００から稽古します！

２３日（木） 通常どおり 5:00～7:00

２５日（土）２５日（土）２５日（土）２５日（土） 剣道教室７回目剣道教室７回目剣道教室７回目剣道教室７回目 1:001:001:001:00～～～～3:003:003:003:00 稽古は通常どおり 3:00～5:00

8月の合宿、楽しみだ

ね！ごはんはバイキン

グだって！

今年は合宿場所が変わってド

キドキ♪

花火や魚つかみ、スイカ割り
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最後はお楽しみ！ 星やん武芸帳です！ 星野さん、よろしくお願いしま～す(^^)/

会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い会費納入のお願い

平成２３年度前期の会費納入について お手紙がでています。

４月～９月分までの半年分を銀行口座に振り込んでください。

納入期日は６月３０日（木）までです！ 詳しくはお手紙をご確認ください。

ご不明な点がありましたら、会計担当（近藤さん・山﨑さん）までご連絡ください。

期日厳守でみなさまのご協力よろしくお願い致しますm(_ _)m
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